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診療ガイドライン Minds 2017

診療上の重要度の高い医療行為について、
エビデンスのシステマティックレビューと
その総体評価、
益と害のバランスなどを考量して、
患者と医療者の意思決定を支援するために
最適と考えられる推奨を提示する文書。
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（Minds 診療ガイドライン作成の手引き2017, 第 1 章 診療ガイドライン総論, p4）



推奨度の決定要因 (GRADE／Minds)

•患者さんにって「重大・重要なアウト
カム」に関するエビデンス総体の強さ

•益（望ましい効果）と害（望ましくな
い効果）のバランス

•患者の価値観・希望
•コストや利用可能な資源
• 学際的なガイドラインパネルによる総意形成
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の多様性



もしご家族が「がん」と言われたら

•あなたはどうされますか？
•…
•主治医
「治療は放射線か薬です」

•どちらを選びますか？
•どんな情報が必要ですか？
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どちらが良い…
•主治医の経験による意見
•臨床研究の情報
•それぞれの治療を受けた10人の
５年後・・・

•放射線は7人、薬は8人が生きている
•・・・どちらを選びますか？
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治療 人数 5年間の死亡 リスク

＋ －

放射線 10 3 7 0.3

薬 10 2 8 0.2 

どちらが有効？

絶対リスク 3/10 2/10
相対リスク (リスク比) 0.67 (2/3)
統計学的検定 P=0.61

この結果は「偶然」かも
しれない
薬の有効性に確信は持て
ない…
エビデンスは不確実…
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治療 人数 5年間の死亡 リスク

＋ －

放射線 1000 300 700 0.3

薬 1000 200 800 0.2 

この結果は「偶然」ではなさそうだ

絶対リスク 3/10 2/10
相対リスク (リスク比) 0.67 (2/3)
統計学的検定 P<0.001



人間を守る「疫学」
•多様な人間を集団として見ることで、病
気や健康に関する出来事の「因果関係」
を解明し、予防や治療に役立てる科学

•人間を守る「情報」をつくる医学研究
•さまざまな「データ」から人間を守る
「情報」を見出す医学研究
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治療 人数 5年間の死亡 リスク

＋ －

放射線 1000 300 700 0.3

薬 1000 200 800 0.2 

「確からしい」と言えても

絶対リスク 3/10 2/10
相対リスク (リスク比) 0.67 (2/3)
統計学的検定 P<0.001



• 「薬が放射線より5年の死亡リスクに減らす」
と統計的に有意に言えても、薬で亡くなる方が
1000人中200人、放射線で生きている方も
1000人中700人いる。

• このデータだけでは、患者さんの害・負担はそ
もそも分からない（不確実性が残る）。

• 患者さんと医療者が益（有効性）と害・負担、
それぞれに置く重み、価値観はさらに分からな
い・・

• 不確実（不確か）なことがたくさんある・・

「確からしい」と言えても…
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「医学情報」の
「コミュニケーション」

•不確実性（≒リスク）を扱うこと
が多い

•複数の人間の間で起こる
•人間は多様で個別性が高い
•「不確実」な部分を中心に、個人
の解釈、期待、価値づけが生じる



SDMの無いEBMは
エビデンスによる圧政
（evidence tyranny）

に転ずる。

The connection between evidence-based 
medicine and shared decision making.

(Hoffmann TC, et al. JAMA 2014; 312(13):1295-6)

最適な患者ケア

EBM 患者中心のコ
ミュニケーショ
ン技能

SDM 共有意思決定

T. Nakayama @ KUSPH 12
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協力してヘルスケアの選択を行
うために、患者と医療専門職の
間で交わす対話

「エビデンスの信頼性（確からしさ）
・限界（不確実性）」と

「価値観の多様性」の調和を目指す新たな
医療コミュニケーション



Shared decision making 
•協働的意思決定
•共有意思決定
•・・・ 何を共有するのか？

–情報
–目標
–責任 14

それらの共有を進める
基本がコミュニケーション

T. Nakayama @ KUSPH



informed consent
& shared decision making

• Informed consent
–「医療者が示す選択肢」への着
地が期待される

–医療者の誘導の影響が大きい
• SDM

–患者さんも医療者も、どこに着
地するか分からない

–しかし目指す目標が、過程の中
で共有されていく

–「エビデンスの確実性」が高く
ない場合に特に大切 15

目標

T. Nakayama @ KUSPH
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making をタイトルに含む論文数

Informed Consent 

Shared Decision Making

T. Nakayama @ KUSPH
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コミュニケーション・トライアングル
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患者

医療者ガイドライン

コミュニケー
ション
＋

Shared 
Decision 
Making



Developing Trustworthy Guidelines  (IOM 2011)
1. Be based on a systematic review （系統的レビュー）of the existing 

evidence; 
2. Be developed by a knowledgeable, multidisciplinary panel（学際的パネル）

of experts and representatives from key affected groups; 
3. Consider important patient subgroups and patient preferences

（患者の希望）, as appropriate; 
4. Be based on an explicit and transparent process （明示的で透明性の高い

過程）that minimizes distortions, biases, and conflicts of interest（COIに留
意）; 

5. Provide a clear explanation of the logical relationships between alternative 
care options and health outcomes, and provide ratings of both the quality of 
evidence and the strength of recommendations（エビデンスの質と推奨度
）; and 

6. Be reconsidered and revised as appropriate when important new evidence 
warrants modifications （重要な新エビデンスが現れたら適宜更新）of 
recommendations. 
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日本では診療ガイドラインの作成主体は「学会」

上記は診療ガイドラインを通して「学会」に期待される社会的責任



日本医学会連合
診療ガイドライン検討委員会

【担当副会長】
門脇 孝 東京大学大学院医学系研究科特任教授／帝京大学医学部常勤客員教授
【担当理事】
稲垣 暢也 京都大学大学院 医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学教授
瀬戸 泰之 東京大学大学院医学系研究科教授消化管外科学・乳腺内分泌外科学
【委 員】
南学 正臣（委員長） 東京大学大学院医学系研究科 腎臓・内分泌内科
大内 尉義 国家公務員共済組合連合会虎の門病院
香美 祥二 徳島大学医学部小児科学
曽根 三郎 徳島市病院局
中山 健夫 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻
馬場 秀夫 熊本大学大学院消化器外科学
平田 公一 ＪＲ札幌病院
三谷 絹子 獨協医科大学血液・腫瘍内科 19



医師だけではなく
•限られた時間に主治医が把握できる患
者さんの情報は限られている。

•患者さんは相手によって伝える情報を
変えている

•多職種の協働、情報と意識の共有が不
可欠

•チーム医療としてのSDM
•組織としてのSDM

20T. Nakayama @ KUSPH



私たちが目指すもの
「指月の譬え（龍樹菩薩） 」から

我、指を以って月を指し、汝を
してこれを知らしむに、汝は何
んぞ指を看て月を視ざるや。

…私たちは「診療ガイドライン」を
通して、どんな医療、どんな社会を
目指すのか。 21



診療ガイドラインを巡る議論と可能性
• 起点はEBM論
• 学会・病院の組織論
• 臨床家のプロフェッショナリズム論
• 限られた資源・制約の中で医療を維持・発展
させていく社会論

• 困難に向き合った時、力を合わせて道を探し、
新たな価値を共創するイノベーション論
＊＊＊ご清聴、ありがとうございました＊＊＊
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